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認知症患者の本音を見抜く

岡本一馬著

行動心理術
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０

はじめに…
相手の心理がわかるメリット

あなたは今までこんな風に感じたことはないだろうか？ 

・ついさっきまで機嫌が良くニコニコしていたのに、なんで急に怒り 
　だしたんだろ、、、？ 

・常に寄り添って治療をしていたのに、ある日治療するために近づ 
　くと拒否された、、、 

・中々、こちらの言う通りに動いてもらえない、、、



 

4

もしあなたが、こんなことを今現在感じているなら、 
この本は、あなたにピッタリだと思います。 
この本を読み終わるころには、いきなり怒りだしたり、 
急に拒否される原因が明確になり、解決策が分かるはずです。 

はじめに、急に態度が変わる原因を言うと、、、 
あなたは相手が発していた“無言のメッセージ”に気づいていなかった 
のです。 
“近寄らないで！” 
“今はなんだかノリ気じゃない…” 
“今日は調子が良い！” 

認知症高齢者は、あなたが思っている以上に、心理状態の移り変わりが
激しいです。また、心理状態の変化を言葉で表現することが苦手です。 
その場合、変動する心理状態を「しぐさと行動」で表現するのです。 

この著書は、相手も気付いてない心理状態を「しぐさと行動」で見抜き
接し方や声かけの方法を変えていく本です。 

また、あなた自身が相手と信頼関係を構築するために、 
”やってはいけないしぐさと行動” 
“やった方が良いしぐさと行動” 
を学んで、実践してください。

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅
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１

行動からの 
心理状態の見極め

身体は言葉以上にモノを伝える

今から誰かにこんな嘘のエピソードを話してください。 

「今日、近所を歩いていたら、散歩中の柴犬に吠えられた。ビックリして 
後ろにのけ反ったら、後ろにいたお婆さんにぶつかってしまった。」 

この嘘のエピソードをあなたが人に話している時、 
あなたは無意識に髪や鼻を触り、手のひらを摩ったり、小声になったり 
しているはずです。 

人は嘘をついている時の心理状態によって、普段やらない動きや筋肉が 
硬直するのです。
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嘘のエピソードを話している時、言語の選択は意思で動く大脳がしっかり
働いています。 

しかし、「嘘をついている」罪悪感や焦り、不安、緊張からくる“しぐさ” 
は大脳の下に位置する辺縁系が働きます。 

辺縁系は大脳と異なり、無意識の心理状態を察知し、その心理状態に 
合わせた“しぐさ”を行います。 

その“しぐさ”が挙動不審、違和感がある動き、後ろめたい表情になるのです。 
辺縁系が大脳を押さえつけ、直接身体に働きかけ、心理状態を表している
“しぐさ”こそが「人の本音」なんです。 

人の本音は多様です。 
「この場から離れたい」「焦っている」「不安な状態」 
「怒っている」「安心を求めてる」「好意を抱いている」 

多様な本音を知り、相手の“しぐさと行動”を察知し、あなたの行動を変えて
ください。 

きっと、、、いや！ 
必ずあなたは患者さんにとっての心の癒しになります。
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１-１

手と指からのメッセージ

人の手と指はどの動物よりも器用に動きます。 
それは、道具を使うだけでなく、“焦り”“怒り”“不安”のネガティブな感情の
ものから“喜び”“楽しみ”などのポジティブな感情を手で表現できます。 

表現できる感情が多すぎて、感情をコントロールし、手や指の動きを制御
することが難しくなっているのです。 
なので、人は無意識に手や指を感情に合わせて動かすようになりました。 

つまり、普段何も気にせず動かしてる手や指の動きが、人の心理状態を 
表しています。 

認知症患者さんが普段何気なく動かしている、手や指をメッセージとして
受けて取り、心理状態を察知し、あなたの接し方を変化させてください。



 

8

手を組み合わせる

自信の無さを表す 
力強く握り込めが握るほど、 
自信がなくマイナス思考になる。 
力具合を見抜くポイントとして、 
指先の色が赤くなれば、力が入って
いる証です。

手を組んで親指を隠す

マイナス思考に切り替わる 
親指は自信の象徴。 
親指を隠すのはプラス思考から 
マイナス思考に切り替わった証。

発話時に手(指)を動かさない

嘘をついている 
人は後ろめたい気持ちがある時、 
辺縁系に支配され筋が硬直する。 
そのため、手(指)の動きが止まる。
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環境変化で手揉みをする

ストレスを感じている 
場所移動で手揉みをしている人は、　
その環境に順応できていない。 
膝の上で手揉みをすることが多い。

手のひらをこすり合わせる

判断に迷っている 
近い未来の出来事を予想できず、 
どう行動したら良いかわからず、
迷っている状態。

手のひらを指で摩る

緊張や不安を減らそうとしている 
手のひらに快刺激を入れ、身体を落ち 
着かせようとしている。 
動きが細かいとより緊張している。
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中指だけが動く

相当な苛立ちを抑えている 
中指は怒りの表現を象徴する。 
周囲の人間や雰囲気、または自分に 
相当な怒りを感じでいる。

脚に手が触れている状態で 
中指を動かす

相手に敵意を感じている 
手を軽蔑している 
一定のリズムを取ることが多い。 
リズムが速いと敵意が強くなる。

手の位置がテーブルから 
脚へ移動する

その場から逃げたいと思っている 
会話の中に後ろめたさがある 
人は逃亡や後ろめたさがある時、 
手を隠そうとする。
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会話中に手を胸の前て握る

期待外れなことが起こった 
ショックなことが起こった 
人はマイナスの衝撃を受けると心臓を
守るため、手を胸に持っていく。

指で机を小刻みに叩く

相手の話を聞きたくない 
「もうわかった」「早く終われ」 
と願っているうちに、無意識で 
指が小刻みに動く。

爪が短く、ガタガタ

長期的にストレス感じている 
ボディーブローの様なストレスは 
爪を立てて、自分の爪を削る。
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親指だけポケットに入れる

不安や不快感を持っている 
親指は自信と権威の象徴である。 
隠されている場合は自信がなく、 
不安や不安から来る不信感を持つ。

相手の握った手を動かさない

不安を解消したい 
安らぎを求めている 
相手に不安からの助けや安心を 
求めているメッセージである。

両手で強い力で握手をする

相手を警戒させる 
利害関係のある同士だと問題ない。 
しかし、それ以外の場合は相手を 
警戒させ、不快にもさせる。
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手のひらに汗をかいている

緊張のあらわれ 
緊張すると手のひらに汗をかく。 
嘘をついている時は汗以上に、 
手の動きが止まる。

手が短時間で冷たくなる

危険を感じている 
危険を感じると、目立たないように 
動きを抑え、気配を消す。 
その時に血液循環も抑える。
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手を組んで親指を上げる

ポジティブな思考状態 
親指は自信の象徴である。 
親指が人から見える位置にある場合 
ポジティブな思考を巡らせている。

ポケットから親指を出す

大きな自信を表す 
ネガティブ要素の指をポケット 
に入れて、親指だけを見せているのは
相当な自信とプラス思考である。

急に手(指)の動きが止まる

思考の転換 
予期せぬ考えや予想を思い描くと、 
全身の動きが止まる。特に手(指)は 
一番わかりやすい。
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手のひらを相手に見せて話す

相手を信頼している 
手のひらは身体の内側にあり、 
外界との距離も近い。 
手のひらを見せるのは信頼の証。

人差し指だけが動く

思考を巡らせ、決断をする前兆 
人差し指は苛立ちより、決断や決定を
迫られている時によく動く。 
プラス思考になる決断が多い。

指をもう片方の手で握る

相手に助けを求めている 
どうすれば良いかわからず、 
相手へのメッセージとして、 
「どうするの？」と発している。
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右手で顔を触る
﹅ ﹅

ポジティブなことを考えている 
右手で顎を摩ったり、置いたりして
考え事をしている場合、ポジティブ
な思考を巡らせている。

左手で顔を触る
﹅ ﹅

ネガティブなことを考えている 
左手で顎を摩ったり、置いたりして
考え事をしている場合、ネガティブ
な思考を巡らせている。
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１-２

腕からのメッセージ

一般の行動心理術では、腕が注目を浴びません。 
しかし、認知症患者さんの場合、何気ない腕のしぐさは重要な 
メッセージを発しています。 

なぜなら、、、 
認知症患者さんは言葉で感情や気持ちを伝える事が苦手だからです。 
なので、手と指意外に腕を使って、より多くのメッセージを届ける 
必要があるのです。 

特に腕は危険を感じ、身体を守る時・攻撃する時に必要な部位です。 
腕の動きは認知症患者さんが周囲の人や環境に対して、どの程度の 
危険性や不安を感じているかの指標になります。 

特に、車椅子を使用されている方や椅子に座りっぱなしの認知症患者さん 
からの、腕のメッセージは重要視してください。
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身体の前で 
片方の腕を掴む

不安や寂しさを持っている 
腕を身体の前でガードすることで 
身を守り、不安などを抑えている。

身体の後ろで 
片方の腕を掴む

後ろめたさがある不安 
身体の前面をさらけ出している 
がどこか、後ろめたい気持ちを 
持っている。

お腹の前で腕を組む

周囲を警戒している 
身を守るための防御姿勢のひとつ。 
女性の場合は、子供を守るため、 
この姿勢をとることが多い。
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左腕が前になる腕組み
﹅ ﹅

相手から身を守りたい 
左腕は「守り」の意味がある。 
相手から攻撃されると感じている。

右腕が前になる腕組み
﹅ ﹅

相手を攻撃したい 
右腕は「攻め」の意味がある。 
身を守るために攻撃を仕掛けたい。 
「左腕が前」より防御反応が強い。
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机に置いてる腕を 
遠くまで占領する

会話の内容を独占したい 
今いる場所を独占したい 
腕を置く範囲は自身の縄張りを 
主張するための表現に使われる。 
座席の肘掛でも同じ意味を示す。

腕を広げ、指先を机に置き 
若干前かがみになる

権威を誇張し、縄張りを主張 
実力以上の権威を振りかざし、 
縄張りを主張をしている。 
前にかがむほど実力と権威の差が 
大きい。
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肩を挙げ、肘を伸ばし 
手のひらを相手に見せる

相手を受け入れたいと、 
心から思っている 
親が我が子にやるポーズである。 
相手は自分を無意識に受け入れて 
くれると心から信じる。

脇を閉めて肘を曲げ 
手のひらを相手に見せる

相手を受け入れたいが、 
歓迎はしていない 
受け入れたい気持ちはある。 
しかし、無償の気持ちがあるわけでない。
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胸を張り 
腰に手を当て、肘を張る

相手より自分の方が、 
権威があると主張している 
胸と肘を張ることで、自分の身体を
大きく見せる。 
相手を威嚇する姿勢でもある。

腰に手を当て、肘を貼り 
親指が前に出ている

強がっているが、 
問題があることを主張している 
自信の象徴の親指で強がろうと 
しているが、内心は問題に対し、 
解決策を求めている。
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椅子の背中にもたれ掛かり 
頭の後ろで手を組む

フード効果がある 
フード効果とは…自分を大きく見せ、 
その場の主導権を主張し、自らが仕切る
効果がある。 
※脚を組むとより主張が強い

他の椅子(物)に 
腕を掛けて座る

快適な気持ちで自信がある様子 
余裕があるため、全身の筋肉が弛緩 
状態になる。 
そのため、身体が柔軟に動く。 
※不安になると腕を引っ込める。
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後ろから 
相手の身体に腕を回す

相手の思考や行動を独占したい 
身体に腕をグルッと回すことで 
心身ともに相手を自分のものに 
したいと思っている。

相手の腕が触れても 
行動に変化がない

相手のことを好意に感じている 
腕は外界から身を守る部位。 
腕が触れても身体に変化が起きないのは、触れてきた相手に好意を持って
いるから。ただ、触れる面積が広すぎると嫌がられる場合もある。

相手の腕が触れると 
瞬時に身体が離れる

相手のことを不快に感じている 
腕が触れて身体が離れるのは、触れきた相手に対して、恐怖や危険を感じ
ているから。
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１-３

脚からのメッセージ

脚のしぐさは人が考えている事を正確に反映している。 
また、しぐさとして出やすい。 

人は心理術の知識がなくても、手を急に隠せば 
「後ろめたい気持ちがあるのでは」と気づく。しかし、脚のしぐさは 
意識されない。 

そもそも、脚は視野に入らない事が多いので、相手から注目されない。 
だから、本音を知られたくない人からすれば、無意識で動かしても 
相手にバレない都合の良い箇所である。 

だからこそ、脚が表す心理状態を学び、患者さんの本音を知る必要が 
あります。
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両脚を非対称に 
大きく広げる

自分の縄張りを主張し、 
相手より優位であると示す 
非対称にすることで、相手から注意
を引き、自分を主張する。

両脚を左右対称に 
大きく広げ、膝を曲げる

相手の主張を受け入れる姿勢 
自分は安全だと主張し、 
相手に安心感与える姿勢である。

自分の身体に 
脚を寄せている

自分の主張を発言したい 
我慢している状態。 
いつでも動き出せる姿勢である。
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足先が相手に向いている

親しくしたいと思っている 
足先は意識が向いている方へ向く。
相手への興味を示す。

足先が相手に向いていない

相手に興味がない 
足先が相手へ向いてないなら、 
意識(興味)がない意思表示。

足先がドアや出口の方に 
向いている

早く出ていきたい 
いち早く、その空間や場所から立ち去りたい意思表示。 
相手を嫌いになっていることもある。
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時間が経つに連れ足先が 
相手から違う方向へ向いた

相手に興味がなくなった 
始めは興味を示していたが、飽きてきた
心理状態である。 
注意を一度引くためには、 
笑い話をすると、足先がこちらへ向く。

時間が経つに連れ足先 
が相手の方向へ向いてきた

相手への信頼が増してきた 
相手に関心が出てきて、相手のことを
もっと知りたい。 
時間を共有したいと思っている。
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食事や卓上療法中に 
膝を伸ばし踵が床に付く

食事や課題に飽きている 
食事中などに手を動かすと怒られるので、 
脚を動かし関節を伸ばすことで飽きを 
まぎらわせている。

足裏が全面、床へついている

非常に落ち着いている状態 
座っている時、足裏の接地面積は
落ち着き状態の指標となる。

裏が床についている 
面積が少ない

本人も気付かない心配事や 
不安が多い心理状態 
よくわからない不安があり、 
外界の刺激に過敏に反応する。
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足裏が床へ付いてる状態から踵を上げる

動き出したいという意思がある。 
「計画したことを実行したい」という動きだしたい状態。

足裏が床へ付いてる状態から足先を上げる

楽しみにしている事がある。 
この後控えている出来事に対し、楽しみを持っている。
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小刻みに一定のリズムで脚を動かす

その場を楽しんでいる気持ちの現れ 
音楽を聴いて相槌を打っているのと同じ心理状態。 
ただ、無理に楽しんでいる場合もあるため、表情やそれまでの行動にも
目を向ける必要がある。

小刻みに一定のリズムで脚を動かすしぐさが、 
ピタッと止まる

急な気持ちの変化 
外界からの刺激で急に心境の変化が起こることが多い。主に心地良い 
状況から一転、ネガティブな状態になる。 
辺縁系の急な活性に大脳がフリーズした常態である。

※小刻なリズムは「貧乏ゆすり」とは異なる。 
　貧乏ゆすりはとても早く、表情に余裕がない。



32

時間が経つに連れ 
脚が動く頻度が増える

苛立ちが募っている 
苛立ちを抑えるために、 
脚を動かし叫んだり、 
物を叩かないようにしている

膝を手で握り 
脚に体重を乗せている

立ち上がって、その場から去りたい 
脚に体重を乗せているのは、 
すぐ動き出したいため。 
手で膝を握るしぐさは、立ち去りたい 
気持ちを抑えているため。
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脚を後方にさげて 
交差させる

不快や不安の現れ 
不快や不安な感情があり、塞ぎ込ん
でいる姿勢である。 
徐々に猫背になってきたら、不快・
不安さが増した。

脚を前方に出して 
交差させる

居心地の良さを感じている 
相手に好意を感じている 
休憩中や安全な環境下、安心できる 
人の前ではすぐに動き出す姿勢を取る 
必要がない。
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脚を前方に出して何度も交差し組み替える

好意を抱いてる相手に自分の気持ちを知って欲しい。 
短い時間に何度も脚を組み変えるしぐさをして、脚を動かすことで、 
自分を目立たせ、自分へ注意を向けようとしている。
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正面に座っている時に 
膝を相手に向けて脚を組む

相手と距離を取ろうとし、遠ざけようとしている。

正面に座っている時に 
つま先を相手に向けて脚を組む
相手に親近感を持っている。
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並んで座っている時に 
組んだ脚が相手の方向へ向いている

相手の言動に理解を示している。

並んで座っている時に 
組んだ脚が相手の反対方向へ向いている

相手の言動を受け入れたくない。
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１-４

胴体からのメッセージ

胴体は身体の中で占める面積が大きい分、辺縁系の気持ちを反映 
しやすい部位です。 
胴体には肺や心臓、腸、肝、胃など意識して動かせない臓器が 
集まっています。 
そのため、胴体を取り囲む筋肉も無意識で動くことが多いです。 

例えば、、、 
「緊張し、ストレスが強くなり胃が痛くなる」 
すると、身体は自然と前かがみになります。 

このように、胴体は外界で起こった現象を痛みや気持ち悪さとして 
身体(臓器)に伝え、しぐさで表現します。 

認知症患者さんは内臓機能が低下し消化不良や便秘になりがちです。 
そのため、胴体は心理状態を表す箇所として重要な部位になります。
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会話中 
胴体が横へ傾く

相手から離れたいという 
心理状態。 
相手の話に面白みや興味が 
なくなっている状態。

会話中 
胴体が前のめりになる

居心地が良い状況下である。 
相手や環境の居心地が良く、 
時間を共有したいと思っている。

会話中 
胴体が後ろへ傾く

会話の内容に納得していない。 
納得していない内容に対して、 
反対の意を表現している。
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カバンや書類を 
身体の前に立てる

相手と距離を取ろうとする。 
相手に対して、不快な気持ちや 
危険を感じている。

クッションや毛布で 
胴体を隠す

相手から身を守りたい。 
相手や会話の中に高い危険性を 
感じている。

不快や緊張、不安を表す。 
身を守るために、 
上着でガードしている。

会話中・行動中に 
上着のボタンを閉める



40

胸を突き出す

相手に怒りを持っている。 
目の前にいる相手を突き放そうと
している姿勢。 
自分の前からいなくなって欲しい
というメッセージ。

楽しい事が持っている状態。 
心臓の鼓動を抑えようとしている
しぐさである。 
女性が多くとるしぐさ。

胸の位置で手を止める

不安な状態から安心させたい。 
ストレスによる胃への違和感を抑え
込みたい姿勢。 
後々、本当に胃が痛くなってくる。

胃の位置で手を止める
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胴体(胸部)を何度も触る

その場の安心感を求めている。 
判断や決断に不安があり、安心感を
求めている。 
不安が大きければ大きいほど、 
触れる時間が長く、回数も多い。

物を脇で抱えて持つ

安心感が増している。 
不安な状態から安心感が出て、 
多少リラックスしている心理状況である。 
ただ、多少のリラックスなので、嫌われる
しぐさをすると、不安な状態へ戻る。
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会話や行動の途中で 
上着を脱ぐ

話をちゃんと聞くしぐさ。 
相手の話をしっかり聞こうという行動。
また、やる気が全面から出ている状態。 
相手から好意を持たれやすい。

会話中に 
帽子や眼鏡を取る

相手に不快な思い抱いている。 
会話の内容を放り投げたいと思っている。 
そのため、メガネや帽子を取った後に放り投げたり、目を擦ったり、 
頭を掻いたりすることが多い。 
相手がこのような行動をしたら、一旦会話をやめて、休憩を入れると良い。
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呼吸が大きくなり 
肩の動きも大きくなる

怒りを抑えている。 
急激な強い怒りやストレスを 
押さえ込むために、大きくなる。

肩を広げ、軽く胸を張る

自分の言動に自信がある。 
肩を広げる事で、自分の言動に 
注目して欲しい。ただ、胸を張り
過ぎると怒りの姿勢になる。

肩をすくめる

自分の言動に自信がない。 
肩をすくめる事で目立たないよう
にして、自身の言動の印象を薄め
ようとしている。
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両肩をすくめる

会話中に嘘をついてる可能がある。 
嘘をついている後ろめたさがあるため、 
肩をすくめる。 
肩こりの人に頻繁に見られるしぐさ。

片方の肩だけすくめる
﹅ ﹅ ﹅ ﹅

会話中に嘘をついている可能性が、 
非常に高い。 
嘘をつくと相手の顔を正面から見ること 
を嫌がるため。

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

自分の弱さを知って欲しい。 
自分の弱点を理解して欲しい。 
自分から弱点を言う勇気はない。

両肩がゆっくり 
耳付近まで上がる

﹅ ﹅ ﹅ ﹅
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１-５

顔からのメッセージ

顔は感情を表現する際、最もわかりやすく、変化が大きい箇所です。 

表情は、言語が違っても感情を読み取る事ができます。 
面白い時は笑う。怒っている時は眉間にシワを寄せる。 
悲しい時は口角が下がるなど…。 

ただ、顔に付着する筋肉は小さく、通っている神経も非常に 
細かいです。 
そのため、感情の大きさと比例せず、瞬時に変化し、元に戻ります。 
それは、本人も気づかず、やり続けていると癖になっていること 
もあります。 

認知症患者さんは喜怒哀楽が乏しいので、顔の筋肉が硬くなり、 
動きが悪い人が多いです。 
そのため、仕草がより分かりにくいので、一瞬の小さな変化を 
見逃さないようにしてください。
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会話や返答時に 
笑顔で頭を傾ける

相手に好意を抱いている。 
友好な人間関係を築きたいと思っている。 
魔性の女性の場合は、好意を抱いてない 
相手にも、このしぐさをすることがある。

会話中 
手が目元に触れる

会話の内容を不快に感じる。 
気に触る様なことを言われると、 
目元に触れる回数が増える。 
主に片方の目元に触れる。

会話中 
手で目をふさぐ

聞いた事を受け入れられない。 
事実から目を背けたいために、 
目を瞑って手でふさぐ。 
主に両方の目元に触れる。
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顔が上を向き 
顎を突き出す

前向きな気持ちになっている。 
前向きな気持ちなので、ポジティブ 
な発言を考えている。 
この時に、運動や散歩を促すと 
快く応じてくれることが多い。

会話中に 
何度もうなずく

会話を早く終わらしたいと思っている。 
早く会話を切り上げたいので、相手が不快に思う行動を無意識に 
してしまう。何度も頷かれると相手は「話したくない」と思う。 
頷いている時に「うん、うん、うん」と声を出していれば、 
尚更、会話を早く終わらせたいと思っている。 
その時、目は真面目なことが多いので、要注意です！
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笑顔
作り笑顔 
愛想笑い

口角が耳の方へ動く。 
眼輪筋や頬骨筋が動かないので、 
口角が上がらない。 
すぐに、真顔へ戻る。

心から笑っている

口角が目の方に向かって上がる。 
眼輪筋や頬骨筋が動いてるので 
自然と口角が上へあがる。 
ゆっくり真顔に戻る。

笑顔が少なくなると眼輪筋と頬骨筋が凝り固まり、笑い方を忘れて
しまう。「笑い」は認知症改善のために必要なので、心から笑える
ような人間関係を築いてください。
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唇を噛む

攻撃的な思考を巡らしている。 
相手に勝ちたいと思ってる状況で 
頻繁に現れる。 
悔しさでいっぱいの時も噛む。

唇を隠す

不安や心配事が多い。 
ストレスが溜まりやすい環境下
にいると何度も行う。

唇をすぼめる

人の意見や考えに対して、
反対している。 
本心を言えず、唇をすぼめる 
しぐさをしてしまう。
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目の前の出来事に対して 
唇を舐める１

出来事への強い関心を示す。 
起っている出来事に対して、 
当事者意識で捉えている。 
目の前にいる人へも感心がある。

目の前の出来事に対して 
唇を舐める２

興奮を押さえ込んでいる。 
興奮や身体の動きを抑え、 
平静を装っている。 
「唇を舐める１」より強い興味を
示している。

歯の間から下を突き出す

嫌な状況からうまく脱した時。 
都合が悪い状況から何とか脱し、 
ホッとした時の表情。
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鼻を掻く

目の前の出来事に困っている。 
問題をどのように解決すべきか 
分からなくなっている状態。 
判断に迷っている。

鼻の穴を膨らませる

興奮し、期待している。 
与えられるものやこれからの 
展開を楽しみにしている。 
急に予定を変えると嫌われる。

微笑で鼻の穴を膨らませる

相手を小馬鹿にしている。 
相手より自分の方が優位な立場に
あることを感じている。
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鼻にシワを寄せる

嫌悪感を持っている。 
相手を嫌いになる。 
一瞬だけ現れ、すぐ消えるので、 
その一瞬を見逃さないように！ 
この表情をした後、３秒～５秒は 
ほうれい線のシワが濃く残っている。
それを指標にしても良い。
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２

潜在意識に 
信用してもらう 
行動心理術

周囲の人は知らないうちにあなたを信用している

本来、人から信用を得るには、相手のことを考え“無意識に出るしぐさ” 
によって信用してもらうことが自然です。 
しかも、それが最高の人間関係の構築法です。しかし、仕事であれば 
“多少のズルさと計算”は必要です。 

なので、この章の内容をまずは、意図的に実践してください。 
そうしているうちに、自然と心からできるようになっていきます。 

これは悪用しないでください。 
あなたが求めている心理状態になってもらうために、意図したしぐさが 
できるようになれば、人を騙せるからです。 
要注意です！
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頻繁に 
手のひらを見せる

手のひらを見せることで人は、 
「隠し事をしていない人」と 
潜在的に刷り込まれる。

尖塔のポーズをする

尖塔のポーズは「自信がある人」
が頻繁に行うポーズである。 
人は尖塔のポーズを見て 
「自信がある人」と思い込む。

左手で相手の服に付いてる 
毛玉や髪の毛を取る

﹅ ﹅

左手は「守りの手」 
右手は「攻めの手」 
守りの手で優しい行動をとると 
安心感をもたらす。
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会話中に上着を脱ぐ

「あなたの話を真剣に聞き、 
あなたと向き合います」 
という意志を相手に示す。

挨拶をする時 
太ももに手を当て 

頭を下げる

両手を太ももに当てることで 
全身でお礼の態度を示している
と受け取る。

座位での時、膝を曲げ 
脚を左右対象に 
大きく広げる

「言動を受け入れます」と
いう姿勢であり、相手が 
落ち着く。
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自分から視線を 
逸らさない

自分から視線を逸らすと 
「嫌われている」と思われる。 
相手から目を逸らし続けると、
「悪いな」と思いあなたに気を
かけてくれるようになる。
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３

相手と親しくなる 
行動心理術

仲良くなり、絆を深める

この章も第２章と同様に、本来は自然とやることが重要です。 

ただ、この章の内容は良い人間関係を構築し、認知症を改善する 
ためのきっかけとなるものです。 

なので、初見の患者さんや一度拒否された患者さんに対して 
行うと、良好な関係性を築くきっかけになります。 

ぎこちなくやると警戒されるので、逆効果になります。 
一回、同僚や友人に試してから患者さんにしてみましょう！
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相手の肩と肘の間 
(上腕中央部)に触れる

人に触られて一番刺激が小さい
身体部位で、触れられても嫌な
気がせず、安心感を持つ。 
まだ関係性が構築できてない人
に行うと効果的である。

座っている時 
足先を相手に向ける

相手からすると「自分の方へ
意識を向けてくれている」 
と思う。

相手の仕草と動作 
を真似る

同じ手や脚の動きを同時に行う。
相手と一体感が生まれ、親近感が
湧くようになる。
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違う方を向いていた姿勢から 
相手の正面へ身体を向ける

時間経過と共に自分へ向き合ってくれる
ようになったと思い、離れていた心理的
距離が近くなる。

脚(太もも)を大きく動かす

行動やしぐさが大きいとプラス思考で元気な人と思われる。 
その中でも、脚の動きは目を引く。

目を見て挨拶する

当たり前のことのように思えるが、
やっている人は少ない。 
多くの人は「おはようございます」
と言い切る前に視線を外している。 
目立ち、良い印象を与える。
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脚を伸ばし交差する

「この場所から離れたくない」 
「居心地が良いと」 
と言うメッセージを相手へ 
送っている。
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４

潜在意識で 
嫌われる方法
人は知らないうちに、人を嫌いになる

人は苦手意識を持つ相手に対し、“私はあなたのことが苦手です” 
というメッセージをしぐさとして、知らないうちに送っている 
ことが多いのです。 

認知症患者さんへの接し方や声かけの方法が難しくなると、 
徐々に苦手意識を持つようになります。 

苦手意識を持つことが悪いことではないです。 
しかし、それをしぐさとして表現すると、あなたからのネガティブ 
なメッセージを受け取り、患者さんから嫌われます。 

患者さんにされた場合は…そういうことです。(笑)
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手を隠す

「隠し事をしているのでは？」 
と勘違いされやすい。 
継続的に思われると嫌われる。

指差し

指をさされて気分が良くなる人 
はいない。瞬時に相手を不快に 
させる方法。

会話中の毛繕い

「この人は私の話を全然、 
聞いてくれない人だ」 
と印象付けられ、話をしたく
ないと思われる。
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爪を噛む

やりたくないことを無理やり 
やらされていると爪を噛む 
しぐさがでる。 
相手を不快にさせる。

中指だけを動かす

中指だけの動きは、決して人を 
心地よくさせない。 
人は中指を立てるしぐさに敏感
である。そのため、中指だけの
動きも気にする。

身体をのけ反らせて座る

相手と自分の立場の違いによるが 
不快に思う人や「偉そうに」と 
思う人も多い。
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両脚を左右非対称に広げる

疲労や飽きで、脱力している様に写り
「めんどくさい」「やる気がない」 
と勘違いされる。

鼻にシワを寄せられたら、 
「嫌な気持ちにさせた？」 
と思われることがある。 
この表情は一瞬であるが、 
気付かれていることが多い。

鼻にシワを寄せる

微笑で片方の口角を上げる

「馬鹿にされ軽蔑もされている」と
受け取られることがある。
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５

嘘の見分け方
相手の本心を見抜く

嘘を読み取るのは難しいです。 
特に、罪悪感がない人の場合は、嘘をついてる時に現れる“独特の 
しぐさ”が見えないのです。 

ただ、犯罪者以外であれば、嘘をつき続けると、少しずつ罪悪感が
出てきます。その時に嘘を見抜いてください。 

嘘を見抜くことで、患者さんの本音が分かります。 
そして、接し方や予定してた治療内容を変えてください。



66

鼻を何度も触る

嘘をつくと手の置き場所に困る。 
そんな時は鼻を触ることが多い。 
親指と人差し指を頻繁に触る。 
小指の場合は、鼻が痒いだけ。

髪の毛を何度も触る

鼻と同様に手の置き場所に困り 
髪の毛を触る場合もある。 
癖で触る人と異なり、今まで
触っていなかったのに、 
急に触る頻度が多くなる。

喋っているのに 
腕や指が動かない

嘘をついてる時、バレないた
めに余計な動きはしたくない
と思う。なので動きが極端に
少なくなる。
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目を見つめて返答する 
(女性)

女性は問い詰められると、 
逃げてはいけないと思い 
相手から目を離さず嘘をつく。 
嘘の言葉を発している時は、 
瞳孔が縮む。

目を逸らして返答する 
(男性)

男性は問い詰められると、 
相手から目を背けたり、 
合わせたりしながら嘘をつく。 
自分の目が泳いでいることに 
気づかない。

声が小さくなる

罪悪感があると緊張状態になり、脳神経の活動が一定でなくなる。
すると、発声と関係する顔面神経の活動が不安定になり、声帯や 
周囲の筋肉が大きく動かない。 
※罪悪感がない場合、声は小さくならない



68

嘘をついた発言後に 
沈黙が３秒以上経つと 
「水を飲む」か「喋る」

罪悪感がある場合は、沈黙に耐えることができずに 
・水を飲む 
・再び喋る 
という行動をとる。 
警察の取り調べてはこの嘘を見抜く心理術が使われている。 
※もちろん、取り調べを受けたことはないですよ。(笑)

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

水を飲む 再び喋る
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６

色と人間心理
色の本質を知ることは、人間を知ることである

世の中は９つの色が存在します。 
【黒、赤、橙、黄、緑、青、紫、白、透明】 

９色には意味があり、人間心理も変えていく力があります。 

自ら選択するのも、人から選んでもらうのも、色の持つ意味に 
心が支配され、人の心理状態を大きく変化させています。 
そして、知らないうちに人は自分の心理を動かされた色を好み、 
頻繁に着用します。知らないうちに、人の心を染めているのです。 

ただ、色は悪くないです。全ての色の性質は必要です。 
固定された色に染まるのでなく、バランスの取れた色使いを 
することが大切です。



 

70

黒 威圧的・過信的になる 
ストレスを持ちやすい

黒色の特徴は全ての色を“黒色に染める”。 
つまり、周囲の人を制圧する威圧力を持つ。しかし、その威圧力が
自身を過信させる。 
威圧できないこともあり、ストレスを溜めやすい。

赤 感情的に興奮しやすい 
自己主張が強い

赤色は“情熱の色”である。心から感情が湧き、その感情を最大化 
させる。最大化した感情は爆発し、興奮をもたらす。 
興奮しやすいので、自己主張も強くなる。

橙 反依存的・反協力的になる 
単独での行動を好む

橙は明るい色で、人々から注目を浴び、憧れの存在になる。 
しかし、その思いとは裏腹に依存も協力もせず、我が道を突き進む。 
そのため、単独での行動を好む。
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黄 明るく、人に甘えたくなる 
自己アピールが目立つ

黄色は赤同様に“情熱”の色である。しかし、赤より自立性は弱く、
人に頼って生きていく事が多い。 
そのため、甘え上手になる。人を必要とするので、自己アピールも
必要となる。

緑 情緒の安定・安心感を与える 
変化に対して弱い

緑色は９色の中で“真ん中の色”である。 
人々は中間を好む傾向にあり、その色は全てを安定させ、安心感
を与える。しかし、安定感がある分、変化を嫌う。

青 落ち着きがある 
落ち込み、抑圧されやすい

青色は落ち着きがある。そのため、興奮気味の人に対して、 
青色はしぐさも含めて落ち着かせる効果を発揮する。 
ただ、しぐさも抑えるので落ち込みやい部分もある。
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紫 高貴さ・優雅さを表す 
欲求不満になりやすい

紫色は中々手が届かない色である。そのため、貴重な色として 
高貴さ・優雅さを示す色となる。しかし、人間の欲は尽きない 
ものである。更なる高貴さと優雅さを求め、欲求不満になる。

白 後悔や無念を払拭 
過去を清算し白紙に戻す

白色は全ての色へ変化することができる。 
過去に起こった出来事の後悔・無念さをなくし、白紙に戻り、 
新たな色に染まることができる。 
ただ、後悔や無念は先へ進めないので要注意！

透明 天邪鬼

透明は無色。すなわち、どの色にも属さない。 
言い方を変えるとどの色にもなる事ができる。 
しかし、透明なので見えない。まさに、天邪鬼である。
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おまけ

心理テスト
たかがテスト！されどテスト！
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心理テスト１ 
あなたは、雨が降る夜に歩いていました。 
道におじぞうさんが立っている事に気づきました。 
お地蔵さんを見たあなたは誰の顔を思い浮かべましたか?

心理テスト２ 
仕事から帰宅すると、留守番電話が入っていました。 
何件メッセージが入っていましたか？

心理テスト３ 
雪山で遭難しているあなたの前に「あるもの」が現れ 
ました。あなたの前に現れたものはどれですか？ 

A：ヘリコプター　　　　　　B：道案内の看板　 
C：登山グループのテント　　D：救助犬

テスト結果は76ページです。
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心理テスト４ 
今日は重要なプレゼンの日。 
しかし、あなたは寝坊をしました。 
急いで駅へ向かっている時、あなたは驚愕な事実を知る
ことになりました。あなたが知った事実とは？ 

A：電車が遅延　　　　　　　B：財布を忘れた　 
C：プレゼンの日を間違えた　D：プレゼン資料を忘れた

心理テスト５ 
友人とドライブをしているあなた。 
一旦サービスエリアで休憩。 
休憩も終わり、もう少しで目的地へ到着、、、 
のはずが…車が故障！！ 
友人の「せっかく楽しみにしていたのに…」 
という言葉にあなたは、何と答える？ 

A：「何とか修理するね」　　　　　　 
B：「歩いて目的地まで行こう」 
C：「ここで遊ぼうか」

テスト結果は77ページです。
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心理テスト１

思い浮かんだ顔の人は、あなたが日頃から癒しを求めてる人です。 
お地蔵さんは平穏や癒しの象徴です。お地蔵さんを見た後すぐに 
想い浮かんが人はあなたの癒しになってくれる人のはずです。

心理テスト２

心理テスト３

遭難という窮地に陥った状態での助けです。究極の状態では 
人間の本質が現れます。このテストはあなたの本質を表すものです。 
A：ヘリコプター…人から注目を浴びたいタイプ 
　　高い場所から現れるヘリは注目されたいと思う性格を表します。 

B：道案内の看板…他人を当てにしないタイプ 
　　遭難しても人を頼らない、孤高の性格を表します。 

C：登山グループのテント…仲間外れを異常に恐れるタイプ 
　　テントはコミュニティを表します。仲間意識が強い性格です。 
D：救助犬…自由を人一倍好むタイプ 
　　動物は自由を表します。何かと自由を求める性格です。

この心理テストは、今あなたが嫌いと思っている人の数です。 
留守番電話は無意識に嫌いな相手を避けたいと思っている現れ。 
あなたが、嫌いと思っている人の数が分かります。 
人数(嫌いな人の数)を知って、誰なのか思い浮かべてみても良い 
かもしれませんね。
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心理テスト４

このテストでは、あなたが不幸を引き寄せるタイプか否かを知れます。 
A：電車が遅延…不幸は招きにくいが、嘘で不幸を引き寄せる 
　　遅刻の理由を電車にする、嘘つきタイプ。 

B：財布を忘れた…不幸を引き寄せ招きやすい 
　　日用品を忘れるのは、よく起こることを意味します。 

C：プレゼンの日を間違えた…不幸を引き寄せにくい 
　　大事に至らない結果を考える、ポジティブな思考を持っています。 
D：プレゼン資料を忘れた…大きな不幸を引き寄せやすい 
　　特別で重要な物を忘れるのは、大きな不幸を引き寄せやすい 
　　証拠です。

心理テスト５

このテストでは、不測の事態が起こった時の怒り方がわかります。 
A：何とか修理するね…あなたは怒りをため込むタイプ 
　　その場を何とかするため、怒を押し殺そうと考えます。 
　　怒りを抑え込むので、根に持つタイプでもあります。 

B：歩いて目的地まで行こう…瞬間湯沸かし器タイプ 
　　すぐサジをなげ、感情が行動に現れやすいです。 
　　瞬間湯沸かし器なので、一度怒ったら根にもたないタイプです。 

C：ここで遊ぼうか…怒りの感情を持ちにくいタイプ 
　　その場の状況や場所に順応するので、怒りの感情自体を持ち 
　　にくいタイプです。
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